
平成 21年度第 1回丸子地域協議会会議次第

平成 21年 4月 21日(火)午後 3時から

丸子地域自治センター 4階 講堂

１ 開 会

２ あいさつ

３ 報告事項

（１）平成21年度当初予算における主な施策（丸子地域の主な事業）について

[資料1]

（２）平成21年度わがまち魅力アップ応援事業の選考結果について

（３）地元施工交付金の廃止について

４ 調査研究事項について

５ その他

・次回の日程について

６ 閉 会



氏     名 ふりがな

浅倉　寛義 あさくら　ひろよし
生田　淳一 いくた　じゅんいち
大森　益子 おおもり　ますこ
片桐　　久 かたぎり　ひさし
木下　良子 きのした　よしこ
倉沢　史子 くらさわ　ふみこ
甲田　　孝 こうだ　たかし
笹井壽美枝 ささい　すみえ
笹沢　　暁 ささざわ　さとる
滝沢　俊之 たきざわ　としゆき
滝沢　　浩 たきざわ　ひろし
武井　純雄 たけい　すみお
竹花　勝美 たけはな　かつみ
土屋　猶子 つちや　なおこ
成澤　啓輔 なりさわ　けいすけ
成澤みつ子 なるさわ　みつこ
本間　陽子 ほんま　ようこ
宮坂　静雄 みやさか　しずお
村松　正孝 むらまつ　まさたか
柳原　幸生 やなぎはら　ゆきお

平成21年度　丸子地域協議会委員名簿
（任期：平成22年3月31日）　敬称略／アイウエオ順



丸子地域自治センタ－の組織（平成２1年4月1日）

地域振興課政策主幹
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市民サービス担当
（生活部門）

市民サービス担当
（環境・廃棄物部門）

丸子解放センター
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健康福祉課 福祉担当
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　丸子消防署
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丸子郷土博物館

丸子学校給食センター 庶務係

給食係

丸子金子図書館

丸子文化会館

（保育課）

（消防部） 丸子消防課 庶務係

浄水管理センタ-
丸子管理係

（上下水道局） 丸子上下水道課 業務係

丸子地域教育事務所（教育委員会）

上水道係

下水道係

保育園　７園

幼稚園　２園

（こども未来部）

体育係

社会教育課

学校教育課 学校教育係

小学校　４校

丸子公民館

社会教育係
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　　平成21年度当初予算における主な施策  （丸子地域の主な事業）
（単位：千円）

事　　業　　名 主務課 事　業　概　要 予算計上額

丸子ファーストビル改修工事
　　【地域予算】

地域振興課
○老朽化(昭和58年建築)に伴うリニューアル及びユニバーサルデザインのためのエレベータ設置工
事。
　●地域予算分【丸子地域】24,835千円

49,670

丸子文化センター改修工事等
　　【地域予算】

地域振興課
○老朽化(昭和52年)に伴うリニューアル及び耐震診断調査。
　●地域予算分【丸子地域】10,665千円

21,330

オート三輪ポンプ車整備事業
　　【地域予算】

地域振興課
○丸子地域の近代化産業の基礎を築いた旧カネボウ㈱で使用した、三輪車型消防自動車の整備
　(ダイハツ工業製1955年式)
　●地域予算分【丸子地域】2,415千円

2,415

依田川リバーフロント市民協働事業
　　【地域予算】

地域振興課
○依田川リバーフロント事業計画策定及び市民活動団体等による周辺整備費
　●地域予算分【丸子地域】464千円

464

地域活性化事業
（げんき丸子ステップアップイヤー事業）
　　【地域予算】

地域振興課
○げんき丸子産業フェスタと同時開催する「義仲挙兵武者行列」イベント補助
　●地域予算分【丸子地域】6,000千円

6,000

わがまち魅力アップ応援事業補助金

　　【地域予算】

地域振興課

○特色あるまちづくり応援事業
　・対象　　NPO等の市民活動団体　　・補助内容　　実践活動：1,000千円(限度額)
○個性あるふるさとづくり応援事業
　・対象　　自治会・地区連合会等　　 ・補助内容　　実践活動：1,500千円(限度額)
　●地域予算分【丸子地域】2,300千円

6,700

地震防災情報システム 地域振興課
○地震防災システムの保守等に要する経費
　・機器保守　　 　・回線使用料　　　ほか

804

丸子情報館管理運営事業 地域振興課 ○丸子情報館に係る管理運営経費 1,470

カネボウ跡地買戻し 公有財産管理課 ○土地開発公社からカネボウ跡地10,500㎡の買戻し 310,895

防犯灯新設補助金 市民生活課
○自治会が行う防犯のために設置する道路灯の建設事業に要する経費に対する補助
　【丸子地域】790千円　　*補助率5/10以内(上限30,000円)H20～全地域統一

790

防犯灯電気料金補助金 市民生活課
○自治会が行う防犯のために設置する道路灯の電気料に対する補助
　【丸子地域】3,448千円　　*補助率5/10以内(H20～全地域統一)

3,448

平成21年 4月21日(火)
第1回丸子地域協議会
資料１  （地域振興課）
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事　　業　　名 主務課 事　業　概　要 予算計上額

丸子福祉センター等管理運営事業 健康福祉課
○長瀬市民センターの管理運営委託料　・社会福祉協議会へ　　 4,429千円
○丸子福祉センターの管理運営経費　　　　　　　　　　　　　　　　  15,417千円

19,846

丸子老人福祉センター運営費補助金 健康福祉課
○運営費の助成(社協所有施設)
　・社会福祉協議会への補助金（上田市長瀬地区[愛称たんぽぽ]）

13,021

地域支援事業 健康福祉課
○配食サービス事業
　【丸子地域】@490円×11,520食+@540円×2,400食＋他事務費

9,751

丸子地域包括支援センター委託 健康福祉課 ○平成21年度から業務委託。 15,000

地域子育て支援拠点事業 健康福祉課

○地域子育て支援拠点事業(国・県2/3)　【丸子地域】3施設
 ・<補助対象施設>中丸子保育園子育て支援センター（週5日、5時間）
　　　　　　　　　　　 丸子子育てサロン(週3日、5時間)
　<単独施設>　　　 西内保育園子育て支援センター（週3日、5時間）

2,612

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業
[陣場地区]

産業観光課
○ワイン用ぶどう栽培を行う農業生産法人への補助
　平成20年度末で造成地へのぶどうの定植は、21ｈａが完了し平成21年度は水路工事等（市単独）
を実施。

2,016

生産調整推進事業補助金 産業観光課
○実施計画の集約、現地確認野帳簿作成など生産調整事務に対する補助。
　【丸子地域】3,050千円

3,050

陣場畜産基地用地購入 産業観光課
○農水省との協議に基づき用地の取得を進めてきたが、相続財産管理人が決まり、抵当権者等と
の調整も進んで取得の見込みがついたことによる畜産基地の用地購入費。Ａ＝5,814㎡

3,180

農産物直売加工施設「あさつゆ」増築工事 産業観光課 ○農産物直売加工施設「あさつゆ」の売り場の増築、加工室改修、搬入棟新築工事。 27,710

県単土地改良事業補助金 産業観光課
○県単土地改良事業（水路改修等）
　【丸子地域】3,000千円

3,000

県営土地改良事業負担金 産業観光課

○県が事業主体となり実施する農道・用排水路・ため池等土地改良施設の整備に対する負担。
　【丸子地域】・ため池等整備事業(北原大池地区)負担率：35％         　 7,700千円
　　　　　　　　 ・かんがい排水事業(塩川地区)負担率：15％　　　       12,600千円
　　　　　　　　 ・特定管水路等整備事業（尾野山地区）負担率：15％　   1,500千円
　　　　　　　　 ・中山間総合整備事業（内村地区）負担率：15％～25％　24,375千円

46,175

県営ため池等整備事業
［藤原田地区］

産業観光課
○水路の断面不足及び老朽化による溢水、漏水により下流農地に被害を及ぼし営農に支障をきた
しているため平成22年度採択に向けた申請準備作業。

5,000
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事　　業　　名 主務課 事　業　概　要 予算計上額

土地改良区等経常経費補助金 産業観光課

○土地改良区への運営費補助（Ｈ21年度から受益面積、組合員数を基とした補助基準を作成し補
助する）
　・依田川沿岸土地改良区 　　　  900千円
　・八重原土地改良区（新規追加） 70千円

970

市営土地改良事業補助金 産業観光課
○市で行う農道整備、水路改修等に係る工事及び自治会、水利組合等で行う農道整備、水路改修
等に係る補助等関係経費。
　【丸子地域】4,700千円

4,700

農地保全対策事業 産業観光課
○市で行う農道整備、水路改修等に係る事業費及び関係経費。
　【丸子地域】22,250千円

22,250

電源立地地域対策交付金事業 産業観光課 ○発電所の影響を受ける郷仕川原地区の水路等の改修 5,500

市営土地改良事業補助金 産業観光課 ○依田川沿岸土地改良区が行っている維持管理費に対する補助金 200

農地・水・農村環境保全向上活動支援事業 産業観光課

○地域の農地・水・農村環境の保全と質的向上を図るために行う、地域ぐるみの活動を支援する。
　【丸子地域】2地区
　・藤原田1,427千円
　・荻窪　 1,306千円

2,733

土地改良施設維持管理適正化事業 産業観光課
○老朽化の進む土地改良施設を、計画的な資金積み立てにより修繕し、農業用水の安定供給を図
る。
　【丸子地域】依田川地区補助金（新規）

420

基盤整備促進事業 産業観光課

○元気な地域づくり交付金事業
　【丸子地域】南方地区
　　依田川沿岸土地改良区が管理する上堰用水路において老朽化が著しく漏水している箇所を改
修し、下流への用水の安定供給を図る。

2,837

ふるさと農道緊急整備事業 産業観光課
○茂沢地区には国道254号線しかなく、集落間を結ぶ農道を整備し農耕車両の通行の安全を図る。
　・農道新設改良工事　Ｌ＝300ｍ、用地買収補償一式

50,400

有害鳥獣駆除対策事業 産業観光課
○イノシシ、シカなどの有害鳥獣による農作物への被害を防止する。
　・防護柵の原材料支給、防護柵設置者への補助金等

6,042

市有林整備事業 産業観光課
○市有林の健全育成のための森林整備を実施する。
　・徐伐、間伐、枝打ち　他16ha

5,902

森林整備推進事業 産業観光課
○森林所有者等による森林整備に対して交付金、補助金を交付し、私有林の健全な育成を図る。
　・間伐、徐伐、枝打ち等　84ha

1,521
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事　　業　　名 主務課 事　業　概　要 予算計上額

松くい虫防除対策事業 産業観光課
○伐倒駆除、樹幹薬剤注入等により松くい虫の防除対策を図る。
　・伐倒駆除1,395m3 等

39,041

林道整備・維持・治山事業 産業観光課
○林道の整備及び維持管理　等
　・林道舗装改良等工事　（所沢線ほか）
　・治山事業工事費　堰堤土砂撤去等

7,361

みどりの少年団活動事業補助金 産業観光課
○自然に学び、地域のみどりを守る「みどりの少年団」に対しての活動補助。
　【丸子地域】2団体（塩川小学校、西内小学校）

100

中心商店街空き店舗活用補助金
（魅力ある商店街づくり事業）

産業観光課
○中心商店街の活性化を図るため、年間を通して商店会等が空き店舗を借上げ、催し等集人対策
を実施するための賃貸料、改修費について助成する。
　【丸子地域】1,500千円

1,500

丸子地域産業祭開催補助金 産業観光課 ○丸子地域の地域活性化を図る「げんき丸子産業フェスタ」に対し補助する。 3,000

国際規格審査登録支援事業補助金 産業観光課
○市内の中小企業が新規にＩＳＯの審査登録をするために要する経費に対し補助する。
　・登録経費の1/2以内　300千円限度　　　【丸子地域】 　1,200千円

1,200

販路拡大支援事業補助金 産業観光課
○中小製造業者等を支援するた、見本市等への出展経費の一部を補助する。
　・出展経費の1/2以内　100千円限度　　　【丸子地域】　500千円

500

商工業振興助成事業 産業観光課
○【丸子地域】企業立地促進条例助成金　74,457千円
　　　　　　　　　工業振興条例奨励金　　　　　  787千円

75,244

商工業団体育成事業 産業観光課
○商工業団体等に対する補助金
  【丸子地域】　・丸子工業振興会補助金　300千円
 　　　　　　  　　・ 丸子商工会補助金　　 11,113千円

11,413

観光宣伝事業 産業観光課
○観光協会等負担金
　【丸子地域】　・丸子観光協会観光活性化事業負担金

6,050

観光施設管理事業 産業観光課

○観光施設管理委託料
　【丸子地域】　・鹿教湯健康センター管理運営委託　　　   29,122千円
　　　　　　　　　 ・鹿教湯温泉交流センター管理運営委託　 3,000千円
　　　　　　　　　 ・丸子物産館管理運営委託　　　　　　　　　　 3,500千円

35,622

観光施設整備事業 産業観光課
○施設改修工事
　・鹿月荘改修工事 2,000千円

2,000

市民まつり等負担金 産業観光課
○丸子ドドンコ実行委員会負担金　　　　　　 5,300千円
○丸子納涼花火大会実行委員会負担金　 　 500千円

5,800
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事　　業　　名 主務課 事　業　概　要 予算計上額

交通安全施設整備事業 建設課

○歩行者の安全確保のための歩道等の整備に要する経費
　<交付金事業>
　【丸子地域】◇西村線(H17～21、L=450ｍ、W=7～9.25ｍ（歩道あり）)
　　　　　　　　　　 ・工事　L=174.5ｍ　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　20,000千円
　<単独事業>
　【丸子地域】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,000千円

22,450

道路整備事業負担金 建設課
○兼用側溝整備事業負担金
　【丸子地域】・丸子東部インター線他

2,000

道路新設改良事業 建設課

○市道の新設及び改良に要する経費
　<地方道路交付金事業>
　【丸子地域】◇丸子北御牧線（H18～22、L=6,600m、W=6.0m）
　　　　　　　　　・工事　L=1,000ｍ　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50,000千円
　<まちづくり交付金事業>
　【丸子地域】◇中丸子1号線（H19～21、L=400ｍ、W=6.0m）
　　　　　　　　　・工事　L=300ｍ　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 52,000千円
　　　　　　　　◇中丸子27号線（H21、L=900ｍ、W=2.0～4.0m）
　　　　　　　　　・工事（歩道設置）　L=900ｍ　他　　　　　　　　　　　　　　　　 　 20,000千円
　　　　　　　　◇依田川ウォーキング道路（H17～21、L=4,500ｍ、W=2.0m）
　　　　　　　　　・工事　L=114ｍ　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,000千円
　　　　　　　　◇中丸子27号線、彫刻設置（H21、彫刻設置2基）
　　　　　　　　　・工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 5,000千円
　<地方特定道路整備事業>
　【丸子地域】◇腰越北佐久線支線（H19～21、L=560ｍ、W=7.0m）
　　　　　　　　　・工事　L=14ｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 12,000千円
　<道路整備事業（単独事業）>
　【丸子地域】◇中丸子22号線（H21～26、L=126ｍ、W=12.0ｍ【両2.5ｍ】）
　　　　　　　　　・委託料、測量設計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　   2,700千円
　<単独事業>
　【丸子地域】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 33,000千円

200,060

河川用悪水路改修事業 建設課

○河川及び水路の改修に要する経費
　<単独事業>
　【丸子地域】◇中心市街地周辺排水対策（測量・設計）　　　　　　　　　　　　 2,000千円
　　　　　　　　 ◇河川及び水路等の改修　　　　　　　　　　　　  　　　　 　　　　　2,000千円

4,000

65,653道路維持事業 建設課

○市内の道路維持に要する経費
　<単独事業>
　【丸子地域】◇市道維持補修工事、原材料支給等　　　　　　　　　31,703千円
　　　　　　　　 ◇除融雪事業　（融雪剤散布・除雪委託等）　　　　　 26,820千円
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事　　業　　名 主務課 事　業　概　要 予算計上額

河川用悪水路維持事業 建設課
○河川及び水路の維持に要する経費
　<単度事業>
　【丸子地域】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,000千円

2,000

都市緑化推進事業 建設課 ○花、肥料、資材の支給により、住民との協働で花と緑のまちづくり事業を推進する。 5,390

都市公園整備事業
公園緑地課
（建設課)

○都市公園の整備・新設に要する経費
　<公園整備事業>
　　　　　　　　◇信州国際音楽村周辺公園整備事業（Ｈ16～22）
　　　　　　　　 ・工事　Ａ＝10,000㎡、用地 =4,921㎡　補償費　　　　　　　　　 49,000千円
　<まちづくり交付金事業>
　　　　　　　　◇ベルパーク水辺公園整備事業（Ｈ21）
　　　　　　　　 ・委託料、工事A=1,700㎡、用地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 66,000千円

115,000

地籍調査事業 建設課
地籍調査を実施し、公図の修正、土地境界に関する紛争の防止を図る。
　【丸子地域】 0.46k㎡

8,124

廃止路線代替バス運行費補助金
地域交通政策課

（建設課）

○生活路線の運行維持に対する補助金
　【丸子地域】 ・丸子線・中山道線(東信観光バス)　　10,303千円
　　　　　　　　　・西丸子線(上電バス)　　　　　　　　　　  5,680千円

15,983

上田市公共交通活性化協議会負担金
地域交通政策課

（建設課） ○丸子地域循環バス（まりんこ号）実証運行に対する負担金 8,512

上田市公共交通活性化協議会貸付金
地域交通政策課

（建設課） ○丸子地域循環バス（まりんこ号）実証運行・国庫補助金相当分の貸付 2,836

消防団車両等整備更新事業 丸子消防課
○消防団装備の充実強化を図るため、丸子第一分団小型動力ポンプ付普通積載車（中村）1台と丸
子第3分団小型動力ポンプ付軽積載車(深山)１台の更新

12,900

消防団積載車の小型動力ポンプ更新事業 丸子消防課
○小型動力ポンプを消防団装備として10年計画で更新し、機能を一新し地域防災力の充実ほ図
る。
　【丸子地域】3台

3,750

消防施設管理事業 丸子消防課
○丸子中央病院敷地内にある警鐘楼の撤去工事
　・上丸子沢田区警鐘楼撤去工事

1,000

消防施設整備事業　消火栓新設事業負担金 丸子消防課
○消防水利の充実を図るため、消火栓を新設する。(市水)
　【丸子地域】2基　（東内、長瀬）

2,363

消防施設整備事業　耐震性貯水槽新設工事 丸子消防課
○消防水利の充実を図るため、耐震性貯水槽を計画的に整備する。
　【丸子地域】1基 (中丸子)

5,500
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事　　業　　名 主務課 事　業　概　要 予算計上額

小学校校舎耐震診断 丸子学校教育課
○小学校校舎耐震診断（二次診断）
　【丸子地域】丸子中央小学校

2,467

小学校施設整備事業 丸子学校教育課
○小学校耐震補強工事
　【丸子地域】丸子中央小学校

40,000

児童館運営事業 丸子学校教育課
○児童館の運営。
 ・指定管理者による運営。【丸子地域】1館

988

放課後児童クラブ運営事業 丸子学校教育課
○児童クラブ20館の運営。
 ・指定管理者による運営。【丸子地域】4館

18,892

国際交流事業 社会教育課

○世界各国から集まった若者が日本でホームステイして活動するワールドキャンパスインターナショ
ナルの受け入れ
○地域住民が在住外国人と交流する国際交流フェスティバルを開催する。
○友好都市ブルームフィールド市郡への青少年派遣交流事業。

3,475

人権教育推進事業 社会教育課
○ふれあい人権のつどい・人権セミナー
○自治会人権懇談会

5,395

公民館各種講座等事業 社会教育課
○高齢者学習活動推進事業等、生涯学習を推進する。
　【丸子地域】　・信州夏期大学ほか

2,987

文化財保護・修繕
　【地域予算】

社会教育課
○国登録文化財・市有形文化財「依水館」施設修繕
　●地域予算分【丸子地域】2,460千円

2,460

丸子郷土博物館管理運営事業 社会教育課 ○丸子郷土博物館の管理運営に要する経費 8,026

信州国際音楽村管理運営事業 社会教育課

○信州国際音楽村の管理運営に要する経費
   ・信州国際音楽村管理委託
   ・信州国際音楽村運営費負担金
   ・音楽の里づくり推進協議会補助金
   ・音楽村開村イベント開催補助金
　 ・施設改修工事

33,229

丸子文化会館管理運営事業
　【地域予算】

社会教育課
○丸子文化会館の管理運営に関する経費
   ・自主文化事業開催委託（米村でんじろうサイエンスショー　他3件）　13,900千円
　●地域予算分【丸子地域】6,200千円

71,030

7



事　　業　　名 主務課 事　業　概　要 予算計上額

各種大会等事業 社会教育課
○各種スポーツ教室、大会等
　・信州爆水RUNin依田川　　　　　　3,000千円
　・丸子駅伝大会　　　　　　　　　　　　 474千円

5,310

体育協会補助金 社会教育課 ○体育の振興を図るため、事業費に対して補助を行う。　【丸子地域】 2,300

丸子体育施設管理事業 社会教育課
○丸子体育施設の管理運営に要する経費
　 ・総合体育館窓口業務委託
   ・天下山マレットゴルフ場管理委託　ほか

33,057

依田窪プール管理運営事業 社会教育課
○依田窪プールの管理運営に要する経費
   ・依田窪プール管理委託　　　　 7,000千円
　 ・プールろ過タンク入替工事　　　7,500千円

17,109

丸子金子図書館管理運営事業 丸子金子図書館 ○丸子金子図書館の管理運営に要する経費 22,449

丸子学校給食センター管理運営事業 丸子学校給食センター
○丸子地域の小中学校6校の給食の調理及び配送を行うための運営に要する経費
　  ・1日　約2,300食　　　  ・年間給食日数　約200日

26,273

丸子学校給食センター移転改築事業 丸子学校給食センター

○老朽化した丸子学校給食センターの移転改築費用
　・外構工事　　　　29,000千円
　・解体工事　　　　12,000千円

41,000

公共下水道事業 丸子上下水道課
○公共下水道事業
　管渠工事公共丸子Ｌ＝4,500ｍ、特環丸子Ｌ＝910ｍ、特環西内Ｌ＝100ｍ　計5,510ｍ
  第４期認可区域実施設計（郷仕川原、南方工業団地、練合、深山、生田一部、腰越小屋坂）38ha

558,524

上水道事業 丸子上下水道課
○下水道工事及び道路改良工事等に併せての老朽配水管の布設替を実施。Ｌ＝5,285ｍ ：189,746
千円
○浄水場及びポンプ施設の老朽施設整備工事の実施。3箇所：42,833千円

243,142
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　　平成21年度当初予算における主な施策  （丸子地域に広がる事業等）

　　　　　　　　　　　◎は新規事業、☆は充実した事業

事　　業　　名 主務課 事　業　概　要

◎ 窓口収納取扱業務 市民生活課 ○ＪＡによる派出終了により、今までＪＡが行っていた窓口収納業務を行う。

◎ 一般廃棄物処理業等合理化事業 市民生活課
○下水道の整備等により、業務の縮小又は廃止を余儀なくされるし尿・浄化槽汚泥収集運搬業者に対して交付金
を交付し、収集運搬車を減車するための、合理化事業計画を策定する。

☆ 第3子保育料等軽減 健康福祉課
○現在、第1子が小学生の場合に限り第3子以降の入所児童の保育料を50％としているが、この第1子の制限を中
学生まで拡大し、第3子以降の保育料を50％軽減することで、多子世帯の負担軽減を図る。

☆ 妊婦一般健康診査委託料 健康福祉課 ○妊婦に対する公費負担を5回から14回に増やして実施する。

☆ 内水面総合振興事業補助金 産業観光課
○漁業資源の確保・増大を図るための、上小漁業組合が実施する稚魚の特別放流事業に対する補助。
 ・H21年度は丸子地域（依田川）での放流分を新たに助成対象とする。

◎ 中心市街地活性化出店支援事業補助金 産業観光課
○商店街振興組合等が誘致した出店者に対して、空き店舗改修費用の1/3(上限3,000千円)を補助する。
○商店街振興組合等が出店者に行う家賃補助(率1/2)の1/2相当額を商店街振興組合に補助する。

◎ 平井寺トンネル対策事業
地域交通政策課

（建設課）

○長野県道路公社から普通車大口利用者（2割引券）を購入し、市が1割を補填した上で実質3割引として市民に割
引券を販売する。（通常の通行料金1回200円を→140円で）販売は市民生活課で5月1日から開始。1回の購入は
100枚まで（10枚単位で販売します）

◎ 高校等通学費補助金 丸子学校教育課
○高校通学者に対する補助金
・真田・武石地域で暫定施行中の制度を統合し、全市域に拡大する。
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21
（単位：円）

22 年度

22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 見込額

地域協議会正副会長会 0 0 0 0 0 0 0 0 14 10,590,910 7,171,000 2,880,000 4,743,000

上田中央地域協議会 6 3,115,442 2,697,000 1,924,000 710,000 450,000 150,000 2,697,000 5 3,563,068 3,191,000 1,180,000 2,191,000

上田西部地域協議会 3 2,396,169 2,336,000 744,000 55,000 55,000 55,000 2,336,000 2 808,274 808,000 381,000 808,000

上田城南地域協議会 7 2,779,600 2,211,000 2,869,000 1,670,000 700,000 250,000 2,211,000 4 1,793,900 1,482,000 1,228,000 1,482,000

神科・豊殿地域協議会 5 3,260,650 2,817,000 720,000 2,817,000 0 0 2,817,000 3 1,957,000 1,857,000 163,000 1,857,000

塩田地域協議会 7 2,891,750 2,630,000 1,636,000 860,000 447,000 0 2,630,000 6 8,914,300 3,451,000 700,000 981,000

川西地域協議会 1 587,782 394,782 200,000 100,000 100,000 100,000 394,000 4 2,688,449 2,488,413 668,000 2,487,000

丸子地域協議会 6 3,582,500 2,648,000 1,308,000 1,060,000 967,000 833,000 2,648,000 17 14,583,412 5,308,000 2,736,000 5,308,000

真田地域協議会 4 1,679,675 1,502,000 1,548,000 800,000 500,000 1,299,000 1,502,000 5 10,156,700 3,501,000 250,000 3,501,000

武石地域協議会 5 2,563,300 1,857,000 1,350,000 1,100,000 1,120,000 1,080,000 1,857,000 2 829,000 584,000 500,000 584,000

合　計 44 22,856,868 19,092,782 12,299,000 9,172,000 4,339,000 3,767,000 19,092,000 62 55,885,013 29,841,413 10,686,000 23,942,000

22 年度 23 年度 24 年度 25 年度

地域協議会正副会長会 14 10,590,910 7,171,000 2,880,000 0 0 0 4,743,000

上田中央地域協議会 11 6,678,510 5,888,000 3,104,000 710,000 450,000 150,000 4,888,000

上田西部地域協議会 5 3,204,443 3,144,000 1,125,000 55,000 55,000 55,000 3,144,000

上田城南地域協議会 11 4,573,500 3,693,000 4,097,000 1,670,000 700,000 250,000 3,693,000

神科・豊殿地域協議会 8 5,217,650 4,674,000 883,000 2,817,000 0 0 4,674,000

塩田地域協議会 13 11,806,050 6,081,000 2,336,000 860,000 447,000 0 3,611,000

川西地域協議会 5 3,276,231 2,883,195 868,000 100,000 100,000 100,000 2,881,000

丸子地域協議会 23 18,165,912 7,956,000 4,044,000 1,060,000 967,000 833,000 7,956,000

真田地域協議会 9 11,836,375 5,003,000 1,798,000 800,000 500,000 1,299,000 5,003,000

武石地域協議会 7 3,392,300 2,441,000 1,850,000 1,100,000 1,120,000 1,080,000 2,441,000

合　計 106 78,741,881 48,934,195 22,985,000 9,172,000 4,339,000 3,767,000 43,034,000

特色あるまちづくり事業

区　　分 申請
件数

総事業費
申請

補助金額

来年度以降申請見込額
交付決定見込額

年度　わがまち魅力アップ応援事業 応募・採択状況一覧表

総事業費
申請

補助金額

来年度以降申請見込額
交付決定見込額

個性あるふるさとづくり事業

申請
件数

区　　分 申請
件数

総事業費
申請

補助金額
採択件数

10

10

交付決定見込額

93

合　　　　　計

5

18

9

7

5

11

8

10

平成

平成21年 4月21日(火)
第1回丸子地域協議会
資料 資料 資料 資料  （地域振興課）



Ｈ21.04.21 丸子地域協議会資料

丸子地域自治センター建設課・産業観光課

■要綱制定の目的及び内容

平成１６年度、旧丸子町におきまして、「区が地域の実情に即した創意と工夫により生活道

路等の環境整備を図るため、予算の範囲内で交付金を交付し、もって住民との協働による地

域づくりの推進を図ること。」を目的として制定されました。…別添「要綱」参照。

具体的には、当時の町道（現市道）認定されていない道路敷地（公図上の赤線敷、以下「赤

線敷」）の舗装化や石積等の補修、また、比較的小規模な排水路の整備や補修等に要する経費

に対し、１件２０万円以内を上限とし、自治会からの協議及び報告・請求に基づき、適正に

交付金を交付してまいりました。

■新市合併時の調整方針（担当：建設部会交通土木分科会）

合併時の調整方針につきましては、旧丸子町のみが実施していること、また、要綱制定後

間もないことなどから、「合併時は現行どおりとし、３年以内に調整を図る。」こととなりま

した。（要綱は暫定施行）

■地元施工工事交付金制度の検証（優れた点及び問題点等）

・ 地元自治会（区）が直接発注できることから、早期発注が可能となり、また、地元の施

工業者が請負ことにより、市発注工事より多少安価に工事ができる。（提出書類が、着

手前・竣工時の写真のみであり、通常の工事より書類等が簡素化となるため）

・ 地元自治会からの発注となるため、職員の事務軽減が図られる。（入札事務等の省略。）

・ 本工事で施工された施設（構造物）について、瑕疵（かし）があった場合の保証は担保

されているか。また、作業者や第三者が、工事期間中、事故等に遭った場合の責任の所

在が不明確である。

・ 旧丸子町当時、赤線敷等の整備は地元区等に委ねられており、それらを整備するための

手段として制定されたが、赤線敷等の管理も国から上田市に移管され、管理者である市

による対応が可能となった。なお、丸子地域以外では、市道及び赤線敷等の整備は、合

併以前から道路管理者が実施していた。

■地元施工工事交付金制度の廃止及び今後の取扱いについて

本交付金制度に関係する担当課（土木課、各地域自治センター建設課）において、制度の

取り扱いについて調整を図った結果、上記の検証結果等より、「交付金制度の施行については、

新市における現行制度において対処することが可能であり、併せて、目的が達成できること

から、平成２０年度をもって廃止する。」こととなりました。

今後、市道・赤線敷及び排水路等の整備につきましては、地元要望箇所を整備する予算に

移行し対応させていただくことになり、引き続きコスト縮減を図りながら、市（道路及び水

路の管理者）において整備を実施してまいります。

なお、自治会が実施する道普請等の際に必要となる原材料（砕石やコンクリート、Ｕ字溝

等）の支給につきましては、引き続き実施してまいります。

新市の移行に伴い暫定施行となっていた

「丸子町地元施工工事交付金要綱」の廃止について（報告）
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丸子地域協議会の課題・反省丸子地域協議会の課題・反省丸子地域協議会の課題・反省丸子地域協議会の課題・反省点点点点 

 

項目 内容 

・諮問された内容に関して検討するにあたり、自らの知識不足を感じた

こともあった。生活者としての住民感覚による考えを大切にしたいと

思ったが、理解が足りない事もあったのではないかと危惧します。 

 

・地域を中長期的に捉えた視点での議論が不足していたと思います。ま

ちづくりのあり方、地域課題の解決のためのしくみづくり（住民によ

る自治組織の、改革や新設など）といった“地域内分権、住民自治”

に向けて重要な方針を実現すべく議論を深める時間が必要だと感じ

ます。 

地域の課題について ・一つ一つの事案について表面的な話し合いに終始したような気がす

る。もっと深く掘り下げて、根本的な事柄から分析、話し合うべきで

はないだろうか。 

・丸子市街地の活性化、学童保育等少子化に対する課題、高齢者の健康

寿命延伸や介護予防などなど、地域に密着した問題も、行政の施策、

住民の考え、要望、あるいは専門的知識を有する者を含めて、総合的、

長期的な計画づくりが必要と思う。 

地域協議会について ・話し合われ答申されたことがらが、どのようにどの程度市政に反映さ

れているか不明確である。明確な位置付けを切望する。 

・地域の住民の方々の声を聞き、集約した意見、意思の反映が出来なか

った。（個人の意見での発言が多かった） 

 地域協議会について住民への一層の周知、意見を聞き取る努力、方策

が大切。 

今まで以上に、住民と協議会の距離(感)を近づけ、住民の声をより把握

しやすくすることが重要だと思います。それにより、住民のニーズに合

った課題の設定、研究ができるようになると思います。そういう意味で

は、協議会だよりの発行は良かったと思います。 

 

わがまち魅力アップ応援事業に応募した方々との連携の仕方も考慮し

てはどうかと思います。 

わがまち魅力アップ応

援事業の採択について 

平均点の 10 点以上が採択基準となっているが、各団体それぞれが地

域や自治会の中で少数ではあるが皆んな真剣に取り組んでいるわけで、

私自身は多いに評価したいと思います。しかし、今回も問題となったが、

みんながみんな採択してしまうと、財源が決まっているわけで問題であ

るし、きびしく採点すればいいのかわからないので、過去の採択された

物や他の協議会で採択された物の目安になる資料があればいいと思い

ます。 

わがまち魅力アップ応 様々な団体から事業計画が提出されるが、地域協議会が短時間のプレ

平成21年4月21日 

第1回丸子地域協議会 

（地域振興課） 
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援事業 ゼンで審査決定することについては、責任が重いと感じる。委員は訓練

もされていないので、自己の判断に頼る他はなく、住民活動について調

査、助言、審査などに関った専門家を交えて検討した方がよいのではな

いか。また、計画提出すべて取り上げるのではなく、行政サイドで絞り

込む必要があると思う。 

図書館 図書館建設については、広く人材を集めて実行委員会を作ってほしい。

(団体長が大半を占めるどうのではなく) 

課題 地域協議会だよりの中に丸子で今後してほしい事、希望等を募集したら

どうか。 

反省点 会議時間は（終了時間）正確に。 

わがまち魅力アップ応

援事業について 

●申し込み基準の再検討が必要ではないか。 

 現在は可能であるが、過去の他の補助制度による助成金交付を受けた

事業に対しての対象資格の検討（団体に対しての平等） 

●選考基準について 

 昨年、本年共に採点にて選考されたが、昨年は50点中平均点で24点

で採択、本年は25点中平均点13.6点で不採択であり（プレゼン前の事

務局の提案は平均点 10 点以上で採択）公平さに疑問がある。新規申し

込み者が容易に取り組みが可能にするべき。特にまちづくり事業につい

ては、スタートは趣味の世界があるが、将来地域の発展に寄与する事業

も多分にあると考える。内容、予算等に精査することは必要。 

●継続事業について 

 成果があがらなかった事業もあるようであるが、きちんとした再選考

が必要ではないか。 

わがまち魅力アップ応

援事業への取組みにつ

いて 

現地視察を積極的に行う。 

① 書類だけで実態の把握は難しい面が多々ある。的確な判断が求めら

れていることから“現場を見る”ことが重要です。 

② 特に、「特色あるまちづくり応援事業」について、お金も時間もかか

るが極力実施していただきたい。 

分科会 話し合いの内容が、どうも中途半端になったままで終わってしまうよ

うな気がする。丸子地域で出したまちづくり方針など、方向性がどうな

って行っているか、見直しや協議会でできる仕事などないか話し合って

行ったらどうかな・・とも思った。 

わがまち魅力アップ応

援事業 

選考後のすべての場所、成果などを見ておきたいと思いました。 

全体 二期目になりましたが、やっぱりわからない内容がいっぱいあり、意見

がなかなか言えない…とっても大変な会議だと思います。もっと色々な

事がわからないと…反省です。 

 地域協議会の役割、任務を確認 

 住民自治、行政との協働について強力に積極的に取り組む事が必要と
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思います。 

 まちづくり基本方針、7項目について、早期実現できるよう、分科会、

専門部会を設置、積極的に取組んでいく事が必要と思います。 

わがまち魅力アップ応

援事業について 

補助金を厳しく査定するという事で、こういう事業こそ地域にとって

大切なのだと思うような地域で頑張っている事業を採択出来なかった

事に心が痛んだ。 

諮問に対する答申だけでなく、もっと協議会として地域の課題や市政

に対して意見書を出せるような会でないといけないかなと。多くは議員

の仕事の替わりに働いているような気がした。地域の市議は仕事の一つ

として一緒に参加できれば良いかなと思います。 

地元工事の情報公開に

ついて 

①道路・水路等の改修が実行されるが、どんな内容で実施されるか、受

持地域のものについて見積構成を知らせる。 

＜例＞上平団地内Ｕ字側溝の改修 

 （イ） 現状小型のもの除去 

 （ロ） 中型Ｕ字に更新 

  この時（イ）の材料は廃棄される筈です。この活用先、土地改良…

田畑の水路で困っている所に再利用できるのではないか。 

②少ない予算で地元施工工事には、廃材が生きてくると考えます。一度、

議題にして検討してください。（ＥＣＯとはこのことではないか） 

協議会の役割と効率的

運営 

市からの諮問に答えるとか、説明を聞く等の役割を果たす必要もある

が、地域から期待されるべき（実際に期待されているかは問題があるが）

役割は地域の真の要望あるいは本来的に地域の発展の必須事項をいか

に掘り起こして市側につなげていくかにあると思っているが、現在の協

議会の運営は上記の観点から必ずしも効率的に運営されていない。もっ

と分科会や専門部会を積極的に活用して成果が高まる運営に全員で取

り組みたいものである。 

わがまち魅力アップ応

援事業の評価について 

昨年度は初年度であったこともあるが、本年度と評価基準が違いすぎ

て、課題が残ったと思う。もう少し事前に基本的な考え方(評価基準等)

について委員間の調整（例えば提案書の文面のみを評価するのか条件を

つけることもあるか等）すべきであろう。 

 

 


